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自己紹介（現在）

• 東京藝術大学社会連携センター特任講師
→研究支援や事業資金獲得に関わる学務を担当

・江戸川大学教養教育センター非常勤講師
→社会調査法の授業を担当

・中央大学総合政策学部兼任講師
→フランス語の授業を担当



自己紹介（経歴）
アメリカのニューヨーク州の高校を卒業
→アメリカ滞在時にフランスに興味を持つようになる。

上智大学法学部卒業後、一橋大学大学院社会学研究科に進学。
社会学を学ぶ。最初はフランスの移民問題に関心を持っていた
が、徐々に理論的な関心が強くなり、ブルデュー研究を始める。
2007年8月より、フランス留学を開始。当初はブルデュー研究
をするために渡仏したが、徐々にフランス社会に関心を持つよ
うになる。
パリ郊外の移民コミュニティにある柔道クラブでフィールド
ワーク。
現在は、現代日本の文化と不平等に関する社会学的研究を行っ
ている。





今日の講義の内容

「文化」とは？

フランスの文化とは？

社会学の視点

ブルデュー『ディスタンクシオン』



「文化」とは？
• 「『文化』は『コミュニティ』と同じように、よく使われる用語である、
しかし、『人々に共有される意味が作り出される社会的領域』といった一
般的な説明以上に、一致した定義を示すことができない。」（J.スコット
編『キーコンセプト社会学』）

• 英語とフランス語の「文化（culture）」は、ラテン語で「耕作」を意味
するculturaに由来する。このcultureという言葉は、土地を耕す
（agriculture）こととは別に、精神を耕すという意味になっていく。

• 19世紀後半のドイツやフランスで「文化」は「文明」と対比され、集団の
特性を表す概念として国家とナショナリズムと結びつくようになる。さら
に、両概念は植民地主義とも結びつくようになる。

＊以上の文脈を踏まえていれば、「文化」は「人びとの習慣や風俗」とい
う意味か「知的、とくに芸術的な活動の実践やそこで産み出される作品」
という意味のどちらかを意味すると考えておいて問題ない。



フランスの文化とは？⑴
• フランスと言えば「芸術の国」というイメージは日本の内外で共有されて
いる。

• 世界遺産に代表されるような多くの文化遺産
• 文学、美術、音楽などの名作の数々

• 言語
• 食
• スポーツ
• 風俗や習慣
• ライフスタイル



フランスの文化とは？⑵
• アメリカや日本では「フランス人」論に人気があり、「フランス人」をタ
イトルに冠した本が刊行されている。

→タイトルの例として、『フランス人は10着しか服を持たない』、『お金
がなくても平気なフランス人』、『フランス人は年をとるほど美しい』、
『ゆでたまごを作れなくても幸せなフランス人』など。
• こうした「フランス人」論で書かれているのは、フランスの多くの人が共
有している習慣や風俗のこと。

→ネタとして受ける話が中心なので、当然ながら脚色は多い。また、フラ
ンスに長く住んでいる人全てに当てはなる話はない。

＊「フランス人」や「フランスの文化」について、どういう人や物事がど
のように語られるかを問うことが大事。





フランスの文化とは？⑶
• 「フランスでは『リーダー的な地位を担う人は、豊かな教養の持ち主でなければ
ならない』という考え方が浸透している。ここでの『教養』とは、学識はもちろ
ん、文学、宗教、芸術からスポーツに至るまで、広く多様な文化への関心と知識
を意味する。」（船越清佳『フランス人は仕事に振り回されない』、48頁）

• 「フランスではお金持ちだからといって尊敬されるということはあまりありませ
ん。お金持ちの医者より、貧乏なアーティストのほうがよっぽど尊敬されるので
す。」（ドラ・トーザン『フランス人は年をとるほど美しい』、175頁）

• 「パリはファッションの都、芸術の都と言われています。ですが、同時にパリは
見かけによらず、大変保守的な街なのです。パリがこんなに美しいのは『過去の
宝物』を大事にキープしているからです。同じように、フランス人は『絶対に認
められる』ものしか信用しないのです。」（佐藤絵子『フランス人の贅沢な節約
生活』、185～186頁）

＊こうした話は、フランス社会における「文化」の意味を考える上で参考になる。
これを十分な論拠と十分な分析を経て一般化するには、社会学の知識が必要。



社会学の視点⑴
「学問には、主に固有の対象によって定義される『対象学』と、その点で
あいまいなものとがあるわけです。
社会学はあいまいなほうに属するのですが、それでは学問としての固有
性・独自性はいったいどこにあるのかといえば、社会学では、あらゆる社
会現象を選択の対象とすることができるかわりに、選択の仕方そのものに
一定の原則・約束・方法があり、それにもとづいて選択・抽出がなされま
す。対象と方法との関連がより密接不可分で、視点や方法によって対象性
が規定されてくる。その意味で社会学は、対象学というよりは『方法学』
としての性格が強いといえます。
では、社会学の固有の視点とは何か。それは、社会現象をつねに人間・社
会関係・集団のあり方や行為として解釈していくところにあります。あら
ゆる社会現象は、共通に『人と人』、『我と汝』、『個人と社会』の相互
関係＝集団の現象にほかならない。この側面に焦点をおいてあらゆる社会
現象にアプローチするのが、社会学の固有性です。」
（大阪公立大学文学部社会学コースのウェブサイトより）



社会学の視点⑵
• 文化というのは、つかみどころのない対象。
• 19世紀後半から20世紀前半のドイツには「文化科学」という学問領域があった
が、これは人文学と社会科学の一部を合わせた大まかな学問分類。

• 19世紀後半から20世紀後半にかけて「文化人類学」が学問分野として確立され
たが、そこでも「文化」とは何かという問題は古くて新しい問題になっている。

• 20世紀後半のイギリスで発展した「文化研究（Cultural Studies）」は、文化を
厳密に定義することよりも、文化が私たちの日常においてどのように政治的にな
り得るかを問題にしてきた。

• 社会学には「文化社会学」という下位領域があるが、社会学一般で文化というの
は重要な問題とされている。なぜなら、 「人びとの習慣や風俗」という意味で
あれ、「知的、とくに芸術的な活動の実践やそこで産み出される作品」であれ、
文化は社会生活の様々な領域に関わっているからである。

→現代社会学で文化を正面から扱った研究として最も重要なのが、ピエール・ブ
ルデューの『ディスタンクシオン』



『ディスタンクシオン』⑴
• 著者はフランスの社会学者ピエール・ブルデュー（1930-

2002）。
• ブルデューは、社会学者としてアルジェリアとフランスで様々
な調査を行い、教育、文化、芸術、哲学、言語、農村、住宅、
国家など、多様な研究対象を扱った。彼は、支配や階級といっ
た社会学の古典的な概念を文化に着目して新たな理論を提示す
るとともに、反省性によって成り立つ独自の哲学を構想した社
会学者。「反省性」とは、研究対象を対象化（客観化）する主
体（学者・研究者）自体を対象化することによって認識の歪み
や偏りを自覚し、科学をより科学的にする試みのこと。



『ディスタンクシオン』⑵

• 『ディスタンクシオン』は1979年に刊行された彼の主著の一つ。
2007年に刊行されたJ.アーリの『モビリティーズ』においては、
『ディスタンクシオン』は20世紀後半の社会学において最良の
書であると述べられている。2016年に刊行されたRoutledge 
International Handbook of the Sociology of Art and Cultureに
おいては、『ディスタンクシオン』を中心とするブルデューの
仕事が、芸術社会学と文化社会学の国際的な研究動向において
プラットフォームになってきたと述べられている。



『ディスタンクシオン』⑶

・「区別」や「卓越化」を意味するフランス語distinctionを表題に掲げる本書は、
人びとが趣味嗜好によってお互いを区別し合うことに着目し、集団や階級の形成
に文化がどう関わるかを理論的かつ経験的に解明する試みである。

・『ディスタンクシオン』は副題に「社会的判断力批判」とある通り、カントの『判断力
批判』が意識されて書かれている。他方で、「社会的」と付されている通り、社会科
学の研究として提示されている。



『ディスタンクシオン』⑷
・このような本書の問題設定は、冒頭に掲げられている。「文化的財
にもエコノミーがあるが、このエコノミーには特有の論理があり、経
済至上主義を回避するためにはその論理を引き出さなければならない。
このような作業は、次のことに取り組みながら行われる。すなわち、
諸々の文化的財の消費者たちとかれらの嗜好が生み出される諸条件を
明らかにしつつ、特定の時期のある時に芸術作品とみなされているも
のの中のあるものが領有される様々なやり方、及び正統とみなされる
領有の方式が構成される社会的条件を、記述していくことによってで
ある。」
→これは非常に難解なので、分かりやすく言い換えると…

「世の中はお金で測れる価値だけで回っているわけではない。それ以
外の異なる価値でも世の中は回っていて、特に文化に関わる利害関心
や趣味嗜好がもたらす序列関係は重要である。こうした事柄について、
現在の状況だけでなく歴史についても調べることが、本書の目的であ
る。」



『ディスタンクシオン』⑸
＊ 『ディスタンクシオン』の基本的な理論枠組みは、ハビトゥス・資本・界の相互連
関

・ブルデューのハビトゥス概念は、1970年代を通じて徐々に資本概念と界概念との
結びつきを深めていき、『ディスタンクシオン』（1979年）においてはこれらの３概念
の連関が「公式」として明示されるようになる。

→ハビトゥスとは、人間の振る舞いや考え方の傾向のことであり、それらを習慣的に
反復するだけでなく新たな行為や発想を産み出す源である。

・界（場）概念は、物理学で磁場や磁界と言うときの概念に由来する。ブルデュー
においては、相対的に自律的な社会領域が独自の規則を有し、そこでゲームや闘
争が繰り広げられている事象を分析する際に用いられる。

・資本概念は社会的な位置関係を規定する社会的資源である。これには様々な種
類と多寡の違いがあり、何らかの社会的資源がどのような資本になるかは界との関
係で決まる。資本は、界における行為者の位置関係を決め、ゲームや闘争を行う
上での力関係を規定する。



『ディスタンクシオン』⑹
『ディスタンクシオン』の理解する上で参考になる日本語

・成金
・成り上がり者
・育ちの良さ／悪さ
・趣味が良い／悪い
・品が良い／悪い
・上流／中流／下流
・文化人
・インテリ



『ディスタンクシオン』⑺
「稲妻の一撃」
・映画、文学、美術、あるいはマンガなどで、体に稲妻が走るような感動
を憶えるという経験をした人は多い。初対面の人と好きなものがいろいろ
と一致し、意気投合してすぐに仲良くなるという経験をした人も多い。
→ブルデューは、こうした経験を「たまたま」とみなさない。それが可能
になるには、社会的な位置関係が近しく、育ってきた環境も似ているから
だと彼は考えた。こうしてハビトゥスが形成される。
芸術と才能
・芸術作品を産み出せるのも鑑賞できるのも、才能だという考え方がある。
→ブルデューはこの考え方を否定。鑑賞するための「眼は歴史的産物」で
あり、創作物が芸術作品として評価されるためには「界」に参入するため
の「資本」が必要であると彼は考えた。



『ディスタンクシオン』⑻
• 「趣味（すなわち顕在化した選好）とは、避けることのできないひ
とつの差異の実際上の肯定である。趣味が自分を正当化しなければ
ならないときに、まったくネガティヴなしかたで、つまり他のさま
ざまな趣味にたいして拒否をつきつけるというかたちで自らを肯定
するのは、偶然ではない。趣味に関しては、他のいかなる場合に
もまして、あらゆる規定はすなわち否定である。」（『ディスタン
クシオン』邦訳普及版、44頁）

• 「趣味」の原語はgoûtで、「嗜好」の方が日本語の意味には近い。
ただし、ブルデューはカントの『判断力批判』の用語を意識して
goûtを用いているので、「趣味」と訳す方が学説の系譜が理解しや
すい。

• ブルデューは趣味というのは人びとがお互いを差異化し、区分し合
う原動力となるため、社会を構成する重要な要素となると考えた。



『ディスタンクシオン』⑼
• 趣味嗜好は、本人と親の職業と学歴によって異なる傾向にある。
→例として、資料の表２「学歴資本別に見た美的性向」と表３ 「所属階
級および学歴別に見た美的性向」を参照。

・趣味嗜好と社会的位置関係は深く結びついている。重要なのは、階級は
上下に一次元的に規定されるのではなく、多次元的に分化するとブル
デューが考えたこと。
→図５「社会的位置空間」と図６「生活様式空間」を参照。







パリ郊外の柔道クラブでのフィールドワーク
• 磯は、2007年8月からフランス留学を開始。元々の研究課題は、ピエール・ブルデュー
の学説を中心とした社会学史研究。

• 諸事情により、フランスで社会調査を行うことにする。特に興味があったのが、移民問
題と社会問題の象徴として語られる「郊外」問題。

• 「郊外」の事例を、パリ周辺の様々な郊外団地を訪ねて探す。
→パリ郊外サン・ドニ市のFrance-Moisinという地区を選ぶ。
• 同時並行的に、何を切り口に「郊外」を捉えるのかを模索。
→荒廃した地区の青少年教育ということで、スポーツが面白いのではないかと考えた。特
に、柔道がフランスで人気があると知り、柔道が面白いと思った。
• フィールドワークを通じ、「教育」として想定されるものが日仏で違うことを実感した。
他方で、日本の柔道は教育という観点からは害悪というイメージが強かった（暴力と勝
利至上主義のイメージ）。

• 荒廃した地区であるFrance-Moisinでは暴力が日常的に問題となっていたが、（磯には暴
力的というイメージのあった）柔道がそうした暴力を解消する効果があることは興味深
かった。



『フランス柔道とは何か』の企画
• 2012年、磯は日本に帰国。フランスでのフィールドワークは継続できなくなる。しかし、
フランスの柔道に関しては何かまとまった成果を公にしたいと考えていた。

• 2017年、現代人類学研究会で中嶋さんに会う。そこで「フランスでは大外刈りを初心者
に教えない」という奇説をめぐって、お互いにフランス柔道に関する共同研究に関心を
持つ。そこで、星野さんにも声をかけることに。

• 当初は、フランス語で書かれた柔道に関する論文を訳出し、解説を付すことを考えてい
た。また、研究助成を取ってフランスでフィールドワークをすることも考えていた。

→コロナ禍でフィールドワークができなかったこと、日本の読者向けにフランス柔道の全
体像を描ける本を書いた方がいいと私たちが考えるようになったことで、「日仏の柔道と
教育」と本を書き下ろすことになった。有山先生と小林先生にも加わって頂くことに。
• 青弓社の編集者である矢野さんに企画を打診。「日仏の柔道と教育」ではどういう本な
のか分かりにくく、売り方が難しいと指摘される。テーマを明確にするよう矢野さんに
言われ、編者の３人で話し合って「教育という観点から見るフランス柔道」というテー
マに決める。

→日本柔道に関する話がわりと多いのは、このような企画の経緯による。



フランスでなぜ柔道に人気があるのか

親が子どもに柔道を習わせたいと考えている（柔道人口は小学生に集中）

柔道関係の組織が整備されていて、フランス柔道連盟が柔道人口の増加に
努めている

職業としての柔道指導者の地位が確立していて、柔道指導者が柔道指導で
も生活できる



パリ郊外の柔道クラブ
（2010年）



パリ郊外の柔道クラブ
（2010年）



パリ郊外の柔道クラブ
（2010年）



Le bidonville des Francs-Moisins. Au centre, les boîtes aux lettres des 
résidents. Saint-Denis (93), 1973. (121FI/070)



Franc-Moisin (2019) 



9-3 Mémoire d'un territoire
• ヤミナ・ベンギギ（Yamina Benguigui）
• 1955年にアルジェリア系移民２世としてリールに生誕
• リヨン第２大学で学んだ後、映画監督助手に。
• 『移民の記憶』など、フランスの移民問題を扱ったドキュメン
タリー映画を手がける。

• 2012年から2014年まで、エロー内閣にて外務大臣付在外フラ
ンス人・フランコフォニー担当大臣に。

• 政治家および作家としての活動を続ける。



パリ郊外の地理的定義
(a)イル・ド・フランス地方
(b)パリ都市的地域
(c)パリ都市圏

脆弱都市地域 脆弱都市地域
＋貧困地区

貧困地区



セーヌ・サン・ドニ県の特徴
•外国人およびエスニック・マイノリティ比率が全国で
も最も高い県

•「セグリゲーション」に関わる要素が集中
•１９世紀以来、パリを中心とした都市政策との深い関
わり

•グローバリゼーションの影響
•同じ県のなかの様々な差異



工業地帯の郊外（19世紀後半）
•オスマンのパリ大改造と郊外の誕生
•工業化の進展
•貧困層と「黒い郊外」
•「赤い砦」としての郊外
•ローカル・コミュニズム



団地の郊外（20世紀）
•低廉住宅（HBM）建設の始まり（19世紀末から）
•戦後の住宅危機と国家による団地建設政策
• HLM（適正価格住宅）の増大（共産党イデオロギーと
も合致）

•団地の理想と現実
•住宅政策の転換と団地の貧困化の始まり



移民の郊外
•高度成長期における移民労働者の動員
•差異化された移民の住居とセグリゲーション
•ビドンヴィル（1964年に解体法が可決）
•団地の建設ラッシュ

＊「移民の郊外」は郊外の一部



オーベルヴィリエ市
•「移民の街」として発展した歴史を持つ都市
• 1970年代以降、「移民」が問題視
• 2000年代…市のアインデンティとして「文化の混交」
が強調（スペイン、イタリア、ポルトガルなどの出身
の「政治亡命者たち）

•ヨーロッパ域外出身者が「移民」としてよそ者扱い



L'Esquive
• Abdellatif Kechiche監督作品（2004）
•パリ郊外サン・ドニ市内の団地が舞台
•中学生が文化発表会でマリヴォー作『愛と偶然の戯
れ』を演じる

•物語は、団地の中学生の人間関係の描写と発表会の準
備の様子が並行して描かれながら進んで行く

•フランスの「正統」文化と「郊外」文化の対照



パリ郊外の柔道実践
•フランスの柔道人口は50万人以上（大半は小学生）
•子どもの教育のための柔道
•荒廃した「郊外」としてのパリ郊外F地区
•柔道場での調査
•強襲被害とその後
•地区の社会的境界
•「文化資本」の獲得と社会移動



パリ郊外の再開発
•スタッド・ド・フランス（1998年）
•大企業本社の移転（2000年代以降）
• Campus Condorcet
•交通網の整理（鉄道路線の拡張）
• 2024年オリンピック？



移民と極右

・マリーヌ・ル・ペン党首
・大統領選や地方議会選で一定の得票を獲得するも勝利
には至らず
・一部の自治体で極右の市長
・基本的には移民排斥の立場
・セーヌ・サン・ドニ県では、いわゆる「移民」の一部
が極右政党を支持
・「移民」とは？
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